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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期第3四半期 3,669 18.2 △71 ― △85 ― △82 ―
22年3月期第3四半期 3,103 △45.0 △420 ― △423 ― △396 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

23年3月期第3四半期 △13.31 ―
22年3月期第3四半期 △63.97 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年3月期第3四半期 8,437 3,622 42.9 584.63
22年3月期 8,100 3,752 46.3 605.52

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  3,622百万円 22年3月期  3,752百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年3月期 ― 0.00 ―
23年3月期 

（予想）
5.00 5.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 5,700 32.9 40 ― 20 ― 10 ― 1.61



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期連結財務諸表のレビュー手続きは終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信(添付資料)２ページ「１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 6,200,000株 22年3月期  6,200,000株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  4,164株 22年3月期  3,185株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 6,196,355株 22年3月期3Q 6,197,562株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、円高の進展に歯止めはかかっているものの、依然として景気

回復は足踏み状態から脱却できない状態にあります。 

 当業界におきましては、国内市場では公共工事の継続的な減少や、オフィスビル・マンション建設の減少など低

迷が持続しておりますが、海外市場では中国を中心としたアジア地域の需要が増加すると共に、北米、欧州におい

ても緩やかに回復しております。 

 このような環境のもとで当社グループは、主力商品の油圧ブレーカー、圧砕機、環境関連機器の販売に注力しま

した結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高 百万円（前年同四半期比 ％増）となりました。

一方、利益は、営業損失 百万円（前年同四半期は営業損失 百万円）、経常損失 百万円（前年同四半期は経

常損失 百万円）、四半期純損失 百万円（前年同四半期は四半期純損失 百万円）と損失の状態から脱するこ

とはできなかったものの、改善傾向にあります。 

 当第３四半期連結累計期間のセグメント別の業績は次のとおりであります。 

国内事業は、売上高 百万円となっており、その内訳は、油圧ブレーカーはレンタル需要の増加などにより

百万円、圧砕機はビル・マンション建て替え需要の停滞などがあるものの、機械の入替え需要に支えられ 百

万円、環境機械に関しては、バイオマス燃料用木材チップの需要増に伴うリサイクル業者の積極的な設備投資など

により 百万円、その他、原材料売上 百万円、修理売上 百万円となっております。 

 海外事業の売上高は前年同四半期に比べ増加したものの、依然として厳しい状況が続いており、売上高 百万

円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

「資産の部」 

 当第３四半期連結会計期間末における資産の残高は、 百万円（前連結会計年度末 百万円）となり

百万円増加しました。商品及び製品が 百万円減少しましたが、現金及び預金が 百万円増加したことが主な要

因であります。 

「負債の部」 

 当第３四半期連結会計期間末における負債の残高は、 百万円（前連結会計年度末 百万円）となり

百万円増加しました。短期借入金が 百万円増加したことが主な要因であります。 

「純資産の部」 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は 百万円（前連結会計年度末 百万円）となり

百万円減少しました。利益剰余金が 百万円減少したことが主な要因であります。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、 百万円（前年同

四半期 百万円）となりました。 

 各活動別のキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」 

 当第３四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は 百万円（前年同四半期188百万円支出）と

なりました。これは主に、売上債権の増加額164百万円がありましたが、仕入債務の増加額316百万円、たな卸資産

の減少額239百万円が計上されたことによるものであります。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」 

 当第３四半期連結累計期間における投資活動の結果得られた資金は 百万円（前年同四半期 百万円収入）と

なりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入が 百万円計上されたことによるものであります。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」 

 当第３四半期連結累計期間における財務活動の結果得られた資金は 百万円（前年同四半期 百万円支出）と

なりました。これは主に、長期借入金の返済による支出 百万円がありましたが、短期借入れによる収入が 百

万円計上されたことによるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

現時点において平成22年11月12日に公表いたしました通期の見通しを変更しておりません。  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

１．簡便な会計処理 

 ⅰ一般債権の貸倒見積高の算定方法 

  当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、一部の連結子会社を除き前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しておりま

す。 

  ⅱ繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

  繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・

プランニングを利用する方法によっております。 

２．四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理 

税金費用の計算 

 税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

・「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

第１四半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成20年９月26

日）を適用し、原材料の評価方法を 終仕入原価法から総平均法に変更しております。 

これによる当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失への影響は軽微で

あります。なお、セグメント情報に与える影響は軽微であります。 

  

・表示方法の変更 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適

用により、当第３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しております。

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。  

  

２．その他の情報



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,552,891 1,929,669

受取手形及び売掛金 1,486,589 1,328,515

商品及び製品 923,974 1,185,389

原材料及び貯蔵品 870,027 893,568

その他 94,713 111,157

貸倒引当金 △7,454 △5,274

流動資産合計 5,920,742 5,443,026

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 601,802 639,563

機械装置及び運搬具（純額） 222,231 315,446

土地 1,423,710 1,423,710

その他（純額） 17,925 18,123

有形固定資産合計 2,265,669 2,396,843

無形固定資産   

その他 152,061 158,457

無形固定資産合計 152,061 158,457

投資その他の資産   

その他 104,895 107,657

貸倒引当金 △5,812 △5,812

投資その他の資産合計 99,083 101,844

固定資産合計 2,516,814 2,657,146

資産合計 8,437,557 8,100,172



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,054,305 738,484

短期借入金 2,550,000 2,150,000

1年内返済予定の長期借入金 423,718 448,508

未払法人税等 16,634 16,591

賞与引当金 7,628 47,953

その他 120,338 147,814

流動負債合計 4,172,624 3,549,352

固定負債   

長期借入金 269,759 431,350

退職給付引当金 260,360 248,570

役員退職慰労引当金 76,011 76,748

その他 36,523 41,871

固定負債合計 642,653 798,539

負債合計 4,815,278 4,347,891

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,049,700 1,049,700

資本剰余金 1,000,265 1,000,265

利益剰余金 1,722,673 1,805,124

自己株式 △1,106 △955

株主資本合計 3,771,531 3,854,133

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,483 2,003

繰延ヘッジ損益 △1,595 －

為替換算調整勘定 △149,140 △103,856

評価・換算差額等合計 △149,252 △101,852

純資産合計 3,622,279 3,752,280

負債純資産合計 8,437,557 8,100,172



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 3,103,609 3,669,775

売上原価 2,289,143 2,625,514

売上総利益 814,465 1,044,261

販売費及び一般管理費 1,235,344 1,115,548

営業損失（△） △420,878 △71,287

営業外収益   

受取利息 4,389 2,746

受取配当金 374 386

固定資産売却益 29,549 29,161

その他 14,438 7,785

営業外収益合計 48,751 40,080

営業外費用   

支払利息 36,616 35,543

債権売却損 6,022 2,614

為替差損 4,792 14,721

その他 4,401 922

営業外費用合計 51,833 53,801

経常損失（△） △423,959 △85,008

特別利益   

保険解約返戻金 51,732 －

特別利益合計 51,732 －

特別損失   

割増退職金 － 4,150

特別損失合計 － 4,150

税金等調整前四半期純損失（△） △372,226 △89,158

法人税等 24,221 11,163

法人税等還付税額 － △17,871

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △82,450

四半期純損失（△） △396,448 △82,450



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失（△） △372,226 △89,158

減価償却費 136,934 109,267

賞与引当金の増減額（△は減少） △51,132 △40,324

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,819 11,790

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,377 5,811

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,971 2,179

受取利息及び受取配当金 △4,763 △3,133

支払利息 36,616 35,543

為替差損益（△は益） 454 △34

固定資産除売却損益（△は益） △27,019 △28,955

売上債権の増減額（△は増加） 284,003 △164,454

たな卸資産の増減額（△は増加） 283,979 239,076

仕入債務の増減額（△は減少） △514,239 316,166

保険解約損益（△は益） △51,732 －

その他の資産の増減額（△は増加） △30,339 △25,751

その他の負債の増減額（△は減少） 46,483 △27,015

小計 △236,813 341,006

利息及び配当金の受取額 4,896 3,442

利息の支払額 △35,405 △31,723

法人税等の支払額 △21,650 △16,463

法人税等の還付額 100,863 56,013

営業活動によるキャッシュ・フロー △188,109 352,275

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △40,335 △10,124

有形固定資産の売却による収入 59,293 84,863

投資有価証券の売却による収入 34 －

無形固定資産の取得による支出 △560 △2,158

貸付けによる支出 － △1,000

貸付金の回収による収入 1,140 968

敷金及び保証金の差入による支出 △236 △314

敷金及び保証金の回収による収入 3,569 1,575

保険積立金の解約による収入 114,340 －

長期前払費用の取得による支出 △200 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 137,045 73,809



（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） － 400,000

長期借入金の返済による支出 △347,745 △186,381

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △6,573 △7,222

自己株式の取得による支出 △94 △150

配当金の支払額 △31,225 △223

財務活動によるキャッシュ・フロー △385,639 206,022

現金及び現金同等物に係る換算差額 9,831 △8,885

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △426,872 623,222

現金及び現金同等物の期首残高 2,425,222 1,766,669

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,998,349 2,389,891



該当事項はありません。 

  

  

［事業の種類別セグメント情報］  

前第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日）及び前第３四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

 当社及び連結子会社は同一セグメントに属する建設機械につけるアタッチメントの製造及び販売、環境関連機

器の製造及び販売を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。 

  

［所在地別セグメント情報］ 

前第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

（注）１ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

北米………アメリカ 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

（注）１ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

北米………アメリカ 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
日本 

（千円） 
北米 

（千円） 
計 

（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  904,850  109,627  1,014,478  －  1,014,478

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 34,021  1,290  35,312 ( )35,312  －

計  938,872  110,918  1,049,790 ( )35,312  1,014,478

営業損失（△）  △123,349  △11,061  △134,410  6,104  △128,306

  
日本 

（千円） 
北米 

（千円） 
計 

（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  2,750,598  353,010  3,103,609  －  3,103,609

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 137,293  1,290  138,584 ( )138,584  －

計  2,887,892  354,301  3,242,193 ( )138,584  3,103,609

営業損失（△）  △383,228  △44,942  △428,170  7,292  △420,878



［海外売上高］ 

  前第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

（注）１ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

北米………アメリカ 

その他……フィリピン・シリア・インド・ブータン・コロンビア 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

  前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

（注）１ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

北米………アメリカ 

その他……ブータン・フィリピン・ウズベキスタン・オランダ・ネパール 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

  北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  109,627  82,848  192,476

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  1,014,478

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  10.8  8.2  19.0

  北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  353,010  240,796  593,807

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  3,103,609

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  11.4  7.8  19.1



［セグメント情報］ 

（追加情報） 

 第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平

成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

１．報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、当社の取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となって

いるものであります。 

 当社グループは、主に建設機械につけるアタッチメントの製造及び販売、環境関連機器の製造及び販売を

行っており、生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されております。これらのセグメン

トを製品の内容、製造過程、ターゲットとなる市場及び販売方法などが類似するセグメントに集約し、「国

内」、「海外」の２つを報告セグメントとしております。  

 「国内」は主に国内向け建設機械につけるアタッチメント及び環境関連機器の製造と販売を行っておりま

す。 

 「海外」は主に海外向け建設機械につけるアタッチメント及び環境関連機器の仕入と販売を行っておりま

す。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） （単位：千円） 

調整額は以下のとおりであります。  

(注)１ セグメント損失の調整額 千円には、セグメント間取引消去 千円及びその他 千円が含ま

れております。 

２ セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成22年10月１日 至 平成22年12月31日） （単位：千円） 

 調整額は以下のとおりであります。  

(注)１ セグメント損失の調整額 千円には、セグメント間取引消去 千円及びその他 千円が含ま

れております。 

２ セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。   

  

該当事項はありません。  

  

報告セグメント 
調整額 
(注)１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
(注)２ 

国内  海外  計  

売上高           

外部顧客への売上高  3,008,316  661,459  3,669,775  －  3,669,775

セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 30,789  1,211  32,001 ( )32,001  －

計  3,039,106  662,671  3,701,777 ( )32,001  3,669,775

セグメント損失（△）  △32,739  △49,039  △81,779  10,491  △71,287

10,491 9,771 720

  

報告セグメント 
調整額 
(注)１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
(注)２ 

国内  海外  計  

売上高           

外部顧客への売上高  900,076  210,455  1,110,532  －  1,110,532

セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 21,000  100  21,101 ( )21,101  －

計  921,077  210,556  1,131,634 ( )21,101  1,110,532

セグメント損失（△）  △6,197  △15,676  △21,873  6,991  △14,882

6,991 6,811 180

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



生産、受注及び販売の状況  

(1）生産実績 

当第３四半期連結累計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注） 上記の生産金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2）商品仕入実績 

当第３四半期連結累計期間における商品仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注） 上記の仕入金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3）受注状況 

当第３四半期連結累計期間における受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注） 上記の受注金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(4）販売実績 

当第３四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

   ２．上記の販売金額には、消費税等は含まれておりません。  

  

４．補足情報

セグメントの名称 
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

前年同四半期比（％） 

国内（千円）  328,084  －

合計（千円）  328,084  －

セグメントの名称 
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

前年同四半期比（％） 

国内（千円）  1,676,478  －

海外（千円）  324,161  －

合計（千円）  2,000,639  －

セグメントの名称 
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

前年同四半期比（％） 

国内（千円）  3,141,766  －

海外（千円）  680,935  －

合計（千円）  3,822,701  －

セグメントの名称 
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

前年同四半期比（％） 

国内（千円）  3,008,316  －

海外（千円）  661,459  －

合計（千円）  3,669,775  －
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